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井波地域 会議録 

件名 いなみ まちプロ 第７回会議 

日時 令和元年 12月 4日（水）19時～21時 場所 山野交流センター 会議室 

出席者 いなみ まちプロメンバー：14 名、 オブザーバー：川原忠史氏、 サポーター：能登貴史氏、まちづくり推進係：2 名 

内容 ・㈱コラレアルチザンジャパン代表取締役 山川智嗣氏講演、 質疑応答、 今後の検討 

概要 ◆三谷会長挨拶                                 
○今日は、前回の会議でのご意見により、㈱コラレアルチザンジャパン代表取締役の山川

智嗣氏より、BED AND CRAFT の取組についてご講演いただく。また、その後、井波庁舎
の平面図に、イメージとして、いろいろな機能を落とし込んでみて、少しでも具体的な
検討が出来ればと思っている。 

◆本日配布資料の説明（事務局から）                       

◆講演「観光客と職人の新たな付き合い方」                    
               ㈱コラレアルチザンジャパン代表取締役 山川智嗣氏 
（概略） 

昔、井波にあった「お抱え職人」文化の再興をしたいと考え、建築というツールを使っ
て、井波の職人の手仕事を広く情報発信している。 

富山県を訪れる外国人旅行者は２万人。そのうち、12 千人が世界遺産の五箇山で、井
波にはたった 400 人とのこと。この井波を訪れている 400 人のほとんどが、うちのお客様
だと思うが、人数が少なくても井波で一人５万円くらいは使っていただいている。このよ
うに、いかにおもてなしをして経済効果を上げるかを考えることが重要になってくる。 

2033 年の空き家率が 30.2％になると予想されていて、これは３軒に１軒が空き家にな
るということ。井波にも多くの空き家があるが、手入れのされていない「空き家」ではな
く、所有者や近所の方などにより手入れされている「管理物件」が多い。それは、状態の
良い物件が多い、利用出来る余剰空間が多い、ということ。 

井波は、「わざわざ」でなければ来てもらえないところ、との位置付けで、その「わざ
わざ」にあたるのが、「職人に弟子入り出来る宿」であり、井波には昔ながらの町並みも
残っているので、その点も組み合わせて、お客様にリアルジャパンを感じていただきたい
との思いで取組んでいる。 

これまでの井波は、トイレ休憩に立ち寄るだけのまちであった。滞在時間は、長くても
せいぜい１時間。これを 24 時間に出来ないかと考えた時、井波に宿泊する、という認識
がないことに気付いた。そもそも井波には宿泊施設がほとんどない。このような経緯から
BED AND CRAFT をオープンさせた。 

BED AND CRAFT には３大原則を設けている。①職人を活かす、②古民家を活かす、③ま
ちを活かす、ことである。 

まず、「①職人を活かす」では、職人と会話していただくことを目的に、職人に弟子入
り出来るワークショップを始めた。ワークショップでは、例えばスプーン等、作った後も
自宅等で使える物を作ってもらうことで、ワークショップでの経験を思い出してもらい、
再び井波に行きたいという気持ちになって、リピーターとなってもらう。 

また、井波在住の職人は、平成元年には 300 人いて合計 20 億円の収入があったとのこ
とだが、現在は 200 人いて合計６億円だという。これでは食べていけない。そこで、客室
をギャラリーに見立てて作家の作品を展示する、マイギャラリー制度を設けた。作品の展
示代として、宿泊費の一部をその作家さんへ支払う仕組みにしており、少しでも作家さん
が潤うようにするとともに、これが作品の売れるきっかけともなっている。 

「②古民家を活かす」は、大工さんの技術の継承にも活かされている。 
「③まちを活かす」では、もう一度訪れたくなるまちを目指して、井波のまち全体をホ

テルに見立てて、宿泊施設とまち全体をつなぐことで、職人のファン、別の言い方をすれ
ばパトロンを作る。そして、誰と会ったか、どんな人と交流したかがとても重要であり、
ずっとリピーターになってもらえるような関係作りを目指している。このことで、地域の
中でお金を回す仕組みにもなれば、と考えているが、そもそも、県内でお金を落とす仕組
みがない。県内でどれだけ消費したかを調査する必要もあるだろう。 

インバウンドへの課題として、長期滞在者向けの対応が足りないことが挙げられる。キ
ッチンを備えた中長期滞在者向けのゲストハウスも用意しているが、飲食店がもう少しあ
るとありがたい。 

また、井波には多言語サインが少なく、滞在をサポートする目的でスマホアプリも作成
した。井波地域の飲食店の協力により、メニューを英語表記したり、メニューにベジタリ
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アンメニューやビーガンメニューの表示をしたりと、旅行者にストレスなく食事を楽しん
でもらう工夫もして、まちなかでの消費を増やす取組も行っている。 

今、国内の工芸の産地が、井波を目指している。夢を叶える場所は、東京ではなく、井
波であるということを、住民の皆さんにも誇りにしていただきたい。 

◆質疑応答 
   （●…メンバー発言、◇…山川智嗣氏発言、○…三谷会長発言、→…事務局発言）
●オーナーシップ制度は期限付きか？ 
◇期限は設けていない。建物を活かすための取組である。 
●山川さんの取組のおかげで、井波のまちなかにも人の動きが見られるようになったし、

問い合わせも増えている。さらに今回、沖縄ツーリスト㈱さんが井波に投資してくれた
ということだが、その経緯は？  

◇経済団体の視察で井波を訪れられた際の出会いがきっかけ。取組に共感していただくこ
とが出来、ノウハウを活かしてまちづくりに協力したいとの意向。井波へのツアーを発
信していただいており、非常にありがたい。 

●古民家のメリットは？ 
◇既にある資源は活かすべきと考えており、改修の方が少しでもコストを抑えられるか

ら。空き家は１つの「資産」と考えている。また、空き家を改修する際には必ずその家
の歴史やエピソードを伺う。新築にはないストーリーがあり、宿泊されるお客様に伝え
るように努めている。 

●次の事業展開は？  
◇交流人口の増加につながることに取組みたい。今、若手による「ジソウラボ」に取組ん

でおり、伴走の立場で起業や生活面での支援を行いたい。 
●井波に引っ越してきて、井波をどのように感じていらっしゃるか？ 
◇町内の活動にも積極的に参加している。顔を見せることで、地域の皆さんも安心してく

ださるし、情報交換出来るメリットもある。最初、町内会費の高さに驚いたが、その意
味をしっかりと伝えていただける仕組みが少し足りていないと感じた。 

●借景とはどういうことか？ 
◇この井波での職人さんの仕事や生活を、ちょっとずつお借りすることで、井波のアイデ

ンティティを感じさせていただいている。井波の人の生活が第一優先であり、ある程度
の価格設定をすることで、理解のあるお客様の確保につなげている。 

●BED AND CRAFT の拡大の可能性は？ 
◇長期滞在のお客様が多い現状であり、付随する機能がもっと増えていって欲しい。例え

ば、井波のまちなかでは、飲食店がもう少しあるとありがたい。 

◆今後の検討、井波地域の複合交流施設の整備計画（素案）（資料３）の説明      
（◎…井波地区まちづくり協議会メンバー発言、●…他のメンバー発言、       
                     ○…三谷会長発言、◇…山川智嗣氏発言）
◎何をするのかはっきりしないと、面積も決められないところではあるが、これまでの検

討内容を踏まえて、現在の井波庁舎に、必要な機能や欲しい機能を入れてみて、それに
係る必要な面積を算出してみると、およそ 2,000 ㎡となった。 
改修の方が、少しでもコストが抑えられ、また、その分、運営費に充てたり、内装の質
の向上が図れたりするのではないかと考えている。 
地元負担の抑制のために、なるべく公共機能を入れて、ランニングコストの分担が可能
になるようにすべきではないだろうか。 

◇一番の争点は、年間の維持管理コスト。自走出来る施設にするのか、公共施設にするの
か。持続可能な運営を考えると、稼ぐ仕組みが必要になってくる。この施設内容を見る
と、稼ぐ機能であるテナント等の面積が少ないように思う。 
また、この施設の目玉機能を何にするのか？特化した機能を持つことが必要。 

●民間事業者による運営（経営）をすべきではないか、と考える。 
 空き庁舎の活用について興味を示している事業者がいるので、これまでの検討から一旦

離れて、誰が責任を持ってやるのかを、事業者も含めた新たなプロジェクトチームを作
って、そこで本腰を入れて検討していけばどうだろう。意見を堂々巡りさせないために
も、是非取組ませてほしい。 

●次へのステップとして、実務経験のある民間事業者の方のプロジェクトチームで、どう
やっていけば回っていくか、たたき台を作ってほしい。そうしないと、前に進まない。

●よくぞ言ってくれた！ 
●具体的なスケジュール感は？ 
○ある程度の方向性が出た段階で、早めに判断を仰ぐことが必要と思われることから、取

り敢えずは、３月頃にまちプロへ報告をしてもらうことは可能か？ 
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●了解した。 
○今、メンバーより、まちプロでの検討から一旦離れて、プロジェクトチームでの検討を

進めてはどうかとの提案があった。私も是非そのようにお願いしたいと思っているが、
他のメンバーの皆さんはどうか？ 

●（全員）異議なし。 
●既存庁舎の利活用を謳っている提言は生かすべきで、プロジェクトチームにはそのこと

を踏まえて青写真を描いていただきたい。あくまでも、丸投げは企業誘致であり別の話
であることを理解していただきたい。 

○それでは、一旦、まちプロでの検討を休んで、その間にプロジェクトチームで検討して
いただく。３月にまちプロにてプロジェクトチームの報告を聞くこととしたい。 

→井波地域の合意形成を図る場である、地域審議会が今年度末で終了すると９月議会で答
弁があったところであるが、代替となる組織の構成メンバーがいなみ まちプロのメン
バーとほぼ同じであることから、地域での説明会等を通して地域の理解・合意が得られ
れば、このいなみ まちプロを代替組織にしてはどうだろうか。 

○このいなみ まちプロを井波地域の合意形成を図る場とすることについて、他のメンバ
ーの皆さんはどうか？ 

●（全員）異議なし。 

◆次回会議                                   
 日時…令和２年３月（日時未定） 

場所…未定 
内容…プロジェクトチームからの報告 
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井波地域 会議録 

件名 いなみ まちプロ 第６回会議 

日時 令和元年 11月 11 日（月）19時～21時 場所 山野交流センター 会議室 

出席者 いなみ まちプロメンバー：10 名、 オブザーバー：川原忠史氏、 地方創生推進課：2 名 

内容 ・視察研修の報告、 ・庁舎活用策についての検討 

概要 ◆三谷会長挨拶                                 

○昨日、11月 10 日に開催された、交通まちづくり講演会で、メンバーの島田優平さんが
パネルデョスカッションに参加され、地域交通の必要性を話された。井波地域のまちづ
くり検討会議では、８の字型の交通システムについて提言されているので、その事につ
いても今後この会議で検討していく場合が出てくるかもしれないので、その時は、また
お願いしたい。 

 今日は、11 月１日に、金沢市東原町で活動している特定非営利活動法人くくのちと野々
市市のにぎわいの里ののいちカミーノへの視察の報告をいただきながら、どのような方
向で考えていけば良いか、また、どのように経費を生み出して運営していけるのか、と
いう点について話し合いたいと思っている。 

◆本日配布資料の説明（事務局から）                       

◆視察研修参加者からの報告 （●…メンバー発言、○…三谷会長発言、→…事務局発言）

●佐竹氏                                    

（くくのち）東原町と井波地域とは余り接点がないように感じたが、法人が住民と渾然一

体というよりは、地域外から来た人が、東原町の地域づくりに関わっている点が興味深い。

また、それほど広い田ではなかったので、耕作放棄地を活用して、もっとたくさんの種類

の野菜が栽培出来るのではないか、と思った。 

（カミーノ）公共棟が約 1,400 ㎡、民間棟が約 300 ㎡。人口増加地域なので、勢いがあり、

そして、建物が立派だったが、井波の場合は、カミーノほどにまで立派にする必要はない

と思った。公共棟の屋内では、作品展示やイベント実施が容易に出来るような設えになっ

ていた。ホールもあった。民間棟には、シェアキッチンやシェアオフィスがあった。民間

事業者である「おまめ舎」が中心となってイベントを開催していて、市観光物産協会が年

間 60 万円で運営委託しているとのこと。井波でも、民間が主体となったイベント開催が

有効だと感じた。 

●原氏                                     

（くくのち）テーマが異なることから、自分も接点がないように感じたが、こんな所もあ

るのだなと言った感じ。 

（カミーノ）観光物産協会（市地域振興課）職員はコストに敏感で、市役所との交渉を上

手くやっているなという印象。野々市市は金沢市に隣接しているから、若者が多く、この

ようなニーズも高いのだろう。しかし、野々市市を見ながら、井波を判断するのは人口規

模が違い過ぎて難しいかと。これまでもこの会議の中で、採算をとる等の話もあったが、

井波は井波だけの循環でしかないと思うので、現実を直視して、他所の事例に惑わされず

にシビアにまちづくりを行っていけば良いと思っている。私は以前より、福祉施設として

庁舎を活用していくのが、井波にはふさわしいと再三言っているが、改めてそう思った。

●竹田氏                                    

（くくのち）物事に取組む際の、熱量の違いを感じた。 

（カミーノ）財政運営については、野々市市がまちの発展を見越しての対応として赤字

が出ても市からの補助金で補填するとのこと。南砺市では、野々市市のようなことは望

めないので、財政的な計画を慎重に立てなければならないと感じた。 

●山本氏                                    

特定非営利活動法人くくのちも、ののいちカミーノも、業務に対する意気込みが伝わっ

て来たが、井波でそれらのやり方が果たして取り入れられるかどうかは疑問を感じた。

（くくのち）いろいろなことにチャレンジしていることは良いが、社員の給与の支払いな

ど、法人としての運営が成り立っているのかどうか、確認出来なかったが、少し気になっ

た。 

 資料 １ 
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（カミーノ）金沢市のベッドタウンとしての地の利を活かした施策、施設が羨ましい。 

●藪氏                                     

（くくのち）規模が小さいから出来る事のようにも感じた。世帯数 34 軒の地域で、地元

住民が参加せざるを得ない環境ならこそ、なのだろう。視察では地元住民の話は聞けなか

ったが、地元住民の事業に取組む姿勢などが聞けたら良かった。くくのちのシステム的な

ことは参考になるだろうか。 

（カミーノ）公共棟のキッチンと憩いスペースの造りがデザイン的にも上手いと感じた。

市からの補助金なしでは運営出来ないとのこと。庁舎建物を活用しての事業運営につい

て、メインとなる事業に取組むのか、細かい事業を集めて取組むのか、どのように進めて

いくかを考えていかなければならないだろう。 

◆質疑応答                                   
（●…メンバー発言、○…三谷会長発言、◎…視察参加メンバー発言、→…事務局発言）

○資金の確保の方法、また、収益をあげる方法は、視察先それぞれでどのようにされてい
たか？ 

◎ののいちカミーノでは、行政が大部分を補助している様子。シェアオフィスの利用料は
創業支援の一環であるとのことで、破格の料金設定になっていた。担当者は、いずれ野々
市で起業してほしいという願いも話していた。野々市は学生の街なので、卒業後の起業
や定住支援も兼ねての施策だと感じた。 

 また、NPO 法人くくのちは、石川県生活協同組合に生産した野菜を納入し、収入を得て
いるとのこと。金沢大学や石川県立大学との連携も密にしているようで、各大学からの
学生受入による収入も得ているのではないだろうか？行政に頼らず、自分たちの力で物
販し、自主的に財源を得ていた。 

 井波では、木彫り体験や彫刻訓練校などの参加者から料金をもっと徴収する方法もある
のではないかと思った。 

●ののいちカミーノのイベントコーディネーターは外部の人材か？ 
◎民間棟の運営受託業者のおまめ舎が主体となってイベントを開催しているが、おまめ舎

が更に外部に委託しているとのことであった。未確認だが、イベント収入の一部をもら
う形になっているのかもしれない。 

●民間棟のイベントのやり方を鵜呑みにせず、更にブラッシュアップさせて、確実に収益
のあがる内容にしていかないと、我々の場合は上手くいかないだろう。 

◎ののいちカミーノでの視察対応をしてくださった野々市市職員が盛んに言っていたの
は、自分たちはイベント実施のノウハウを持っていないので、対価を払って民間に賑わ
いづくりを依頼している、とのこと。視察冒頭の説明では、イベントに参加している若
い女性や小さい子を連れた親子の写真を数多く見せてもらった。いつでもカミーノに来
ればたくさんの人がいる。それに引き寄せられて人が来る、というような、好循環があ
るように感じた。 

○せっかく視察に行ったけれど、運営面に関しては余り参考にならなかったということ
か？ 

◎私は福祉的な活用が出来ればと思っているので、シェア金沢が見たかった。 
●井波には、人の集まる拠点というモノがない。ここに行けば人がいるよ、というモノを

考えても良いのではないか。 
◎南砺市全体から人を集めて盛り立てるような取組をしないとダメだと思う。 
●福祉系の施設にすれば、市外からも無理なく人を寄せられるのではないか。 
●福祉機能だけではなくて、例えば、建物の半分が福祉的機能、残り半分が人の集まる機

能などというように、複数の機能を組み合わせた方が良いのでは。 
◎私は、庁舎建物を総合的な福祉ゾーンにすれば良いのではないかと思う。 
○くくのちのボランティアの年齢層は？ 
◎20 代前半などの若い世代。大学在学中のくくのちでのインターンシップ後に、引き続

きボランティアで参加されるとのこと。今回対応してくださった女性の方は、大学卒業
後２年目とのこと。ボランティアは、時給による有償ボランティアとのこと。 

◆庁舎の活用策の検討                              
    （●…メンバー発言、○…三谷会長発言、◇…川原氏発言、→…事務局発言） 
●先日、新潟県糸魚川市の平成 28 年末に大規模火災のあった地区へ視察に行ってきた。

自宅が全焼してしまったが、引き続きここに住みたい、という人のために、２階建ての
公営住宅が設置されていた。それを見ていたら、自分も年を取ったら、そのような住宅
に入る方が良いのかもと考えた。体が元気なら、地元に住んで居たいと思う。その一方
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で、高齢になって住んでいる家を守れなくなってきたら、住んでいる住宅等を処分して
集合住宅に入居した方が楽なのではないかとと思う。庁舎建物を、今話したような集合
住宅に活用することも可能かもしれないと考える。 

 また、庁舎建物には 72 時間分の発電能力のある非常用発電機があると聞いた。これは
相当な機能であり、災害時の発電システムとして、上手く利用すべきと思う。 

●庁舎建物を維持管理する方向で、資金繰りについて、複数の機能を盛り込む方法で何と
か上手くやれないか。必要な機能を列挙して、それらを庁舎建物にどのように当てはめ
ていけるかを研究するのも良いのではないか。 

●東京では、シェアハウスが蔓延している。家賃が１万～２万円で、リビングなどを共有
するもの。高齢者だけでなく、若い世代の利用も見込めるし、ウィークリーで貸し出せ
ば、それこそ提言にあるアーティストインレジデンスも可能になるのではないか。いろ
いろと組合せを考えると、実現性があるような気がする。 

○シェアハウスは、泊まって、そこで生活も出来るということか？ 
●私が時々利用している所は、民家を１部屋当たり約６畳間で区切って、ベッドなどホテ

ルと同じような設備があり、トイレ、浴室あるいはシャワーが共同。共有スペースにリ
ビングとダイニング、キッチンが２つある。旅行者も生活者も区別なしに利用している。

●庁舎建物の、例えば２階に公営住宅の機能を入れるというのはどうか。軽量鉄骨でリフ
ォームすれば、安価で仕上げられるのではないか。公営住宅の今後の新築の予定などは
ないか？ 

→老朽化している福野のもみじ野団地、城端の荒田町団地について、今後の方向性が検討
されている。 

◇公営住宅の数は減らす方向にある。また、公営住宅も地域のニーズがあっての建設なの
で、例えば、福野の公営住宅を井波に移転させるような考えではない。 

→建替えはあっても、新たに建設するという予定はないと思われる。 
●それこそ、旅行者と生活者の区別をしないような集合住宅にすれば良いのでは？ 
○民間運営なら、ウィークリーや通年賃貸などを複合させて貸出すことも可能だろうが、

公営住宅ではそのような複合的な方法は出来ないだろう。 
●これはもちろんビジネスプランとして民間でやる、という話。 
●採算が合う、合わないということもあるが、出資者は誰になるのか、事業主がどうかと

いう話も必要。 
○集合住宅を利用したいというニーズ把握はどうやったら出来るのだろうか？ 
◇近頃、地域内に、山川氏の BED AND CRAFT が新しく整備されているが、そのような機能

は足りているのだろうか、それとも不足しているのだろうか。 
●BED AND CRAFT のお客さんは、我々の考えている客層とは違うと思う。 
●BED AND CRAFT の需要はあるということか？ 
●BED AND CRAFT は地元の人が気軽に宿泊出来るような料金体系ではないはず。そもそも

井波に気軽に泊まれる宿泊施設はない。 
●井波で宿泊する必要があるのかどうか。井波に泊まってまで、井波を見たいという魅力

をどうやって創るのか。 
◇実際に井波の魅力を感じて宿泊している方があるのだから、需要があるということなの

ではないか。 
●BED AND CRAFT では、この井波に１泊８千～１万円でも宿泊したいという、新たな需要

を喚起させているようである。BED AND CRAFT の山川氏の話を伺うと、１週間ほどの宿
泊者がある場合は、応援の方がお世話されているとのこと。木彫や漆芸などの製作体験
をしたり、井波の狭い路地を巡ったりするのが面白いとのこと。 

●先日開店した BED AND CRAFT には３室あって、いつ見ても宿泊されているようであるこ
とから、需要はあるのだろう。 

●BED AND CRAFT に宿泊する人は、一部の限られた人。お金に余裕があって、文化的な関
心の高い人になるだろうか。 

●年間にどのくらいの人が泊まるのだろうか。 
●BED AND CRAFT の山川氏の話を伺ってみたくないか？ 
●庄川のすどまりとなみの事例もある。BED AND CRAFT に比べると半額ほどの料金。宿泊

者はここをベースキャンプとして、砺波だけでなく、八尾等へも行っているようである。
この事例なら、庁舎建物の活用に当てはまるだろうか？ 

◇山川氏は、井波のまち全体がホテル、という発想だと伺った。 
●この庁舎建物を、旅行者向けの施設にするのはどうか？ 
◇収益を求めるのであれば、対象を旅行者中心にすべきだろう。 
●シェアハウスであれば、福祉的観点でも検討出来るだろう。市内にいる人が有効に利用

出来るし、旅行者も利用出来る。 
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○市内の人が利用出来るということは、アパートのような機能ということか？ 
●仰るとおり。 
●高齢者の一人暮らしになると、ゴミ出しに苦慮しておられる。足元もおぼつかない。こ

のような人はアパートや施設などに入居してもらって、空いた自宅は別の人に住んでも
らう、というような、安心な暮らしと空き家対策のシステムがあっても良いのでは。 

○住宅と言っても、いろいろなアイデアが出されている。複合的な機能を、という話だと
思う。庁舎建物にどんな機能を落とし込めるのか、一度皆で確認してみるのはどうか？

●提言書にも、様々な機能をゾーン化した内容が盛り込んである。 
○機能を落とし込むことに併せて、誰が実践してくれるのか？ということも話し合わない

とダメだろう。例えば、彫刻訓練校なら担い手はある。その他の実践者の情報はどうや
ったら得られるのか？ 

●例えば、ダイワリースに投げかけてみるのも一考か？事業主体を誰にするのかが大切。
→大手デベロッパーに、検討内容の可能性についての意見を求めてみることもありかもし

れない。 
●実践者として、市外の若者に頼ることも必要だろう。若者たちは自分たちのネットワー

クで人を呼んでいるようである。そのような若者の吸引力を活用したい。 
○閑乗寺公園の管理運営団体のように、しっかりと経営してくれる団体が大事。今の意見

のように、外部の人材を活用することに差し支えはないだろうか？ 
●外部の人材を活用しても良いと思う。そして、このような外部の人材を取りまとめるよ

うな包括的な存在は必要だと思う。また、単純に管理人を募集するような訳にはいかな
いだろうから、業務の条件をどこまで詰めるのか、これは個々の案件というよりも全体
としての話になるのではないか。管理的な法人を立ち上げることも一案か。 

○機能を複合化させる場合にはそのような管理する法人は必要だろうが、単一機能の場合
は不要かもしれない。 

●介護に特化した福祉の機能だけでなく、介護申請に至らない比較的元気な高齢者で、周
囲に見えない不都合な部分をどのように拾いあげるのか。そのような機能も必要かと。

●これまでの話からすると、ちょっと高級なサ高住（サービス付き高齢者住宅）というよ
りは、とても安価なサ高住というイメージにもなるか。 

●１泊のみの利用や、市内だけでなく市外からの利用も可能など、様々なニーズに柔軟に
対応出来るようにするとか。 

○今日の会議では、いろいろな機能についてイメージ出来たように思う。次回は、庁舎の
平面図に様々な機能を落とし込む、という作業したい。この作業により、庁舎活用のコ
ンセプトが明確になってくれば、行政担当者などからの話も聞いて実現の可能性を判断
して、考えを絞り込んでいけるのではないだろうか。そのような進め方でどうだろう
か？ 

●（全員）異議なし 

◆次回会議                                   
日時：令和元年１２月４日（水）午後７時から 
場所：山野交流センター 会議室 
内容：庁舎の活用策の検討 
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